
★続き物
タイトル 著者

商人道 細野 不二彦

赤羽がんこモータース 田中 むねよし

あの日見た花の名前を僕達はまだ知ら
ない。

超平和バスターズ／原作 　 泉 光／漫画

石の花 坂口 尚

いちまつ捕物帳 細野 不二彦

いとしのムーコ みずしな 孝之

犬神もっこす 西餅

いのち ももち 麗子 

イン・ザ・ヒーロー 細川 忠孝

海街ｄｉａｒｙ 吉田 秋生

エイス 伊図 透

おおきく振りかぶって ひぐち アサ

乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役
令嬢に転生してしまった…

ひだか なみ／キャラクター原案・コミッ
ク　山口 悟／原作

乙嫁語り 森 薫

おもいでだま 荒井 ママレ

おもいで橋 我楽多本舗 芳家 圭三

俺物語!! アルコ／作画　河原 和音／原作

岳 石塚 真一

かみさま日和 森尾 正博

仮面ライダーBlack 石ノ森 章太郎

キッテデカ 寺沢　大介

君に届け 椎名 軽穂

君の名は。 新海 誠／原作　琴音 らんまる／著

金魚屋古書店出納帳 芳崎 せいむ

クックドッポ 魚柄 仁之助/原作　山仲 剛太/作画

くるねこ くるねこ大和

クルマ馬鹿 田中 むねよし

群青学舎 入江 亜季

結界師 田辺 イエロウ

ケンガイ 大瑛 ユキオ

聲の形 大今 良時

コジコジ さくら ももこ

珈琲いかがでしょう コナリ ミサト

壊れた仏像直しマス。 芳家 圭三
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★続き物

タイトル 著者

サイボーグ009完結編
石ノ森 章太郎/原作  小野寺 丈/原作
早瀬 マサト/漫画  石森プロ/漫画

サイレーン 山崎 紗也夏

サクラサク症候群 保志 レンジ

３月のライオン 羽海野 チカ

三丁目の夕日傑作集　※2巻以外所蔵 西岸 良平

四月は君の噓 新川 直司

重版出来! 松田 奈緒子

深夜食堂 安倍 夜郎

炭に白蓮 山田 圭子 

先生と僕 香日 ゆら

達人伝　9万里を風に乗り 王欣太

茶柱倶楽部 青木 幸子

ちん×ぱら 松本　藍

図書館戦争　LOVE&WAR 弓 きいろ／著　有川 浩／原作

図書館の主 篠原 ウミハル

となりの怪物くん ろびこ

どらコーボク 小路谷 純平/作   石川 サブロウ/画

ドラゴン、家を買う。 多貫 カヲ／原作　絢 薔子／作画

曇天・プリズム・ソーラーカー 村田 雄介/漫画    太田垣 康男/原作

修理(なおし)もん研究室 寺沢 大介

鋼の錬金術師 荒川 弘

ハクメイとミコチ 樫木 祐人

花もて語れ 片山 ユキヲ

ハルカの陶 ディスク・ふらい/原作   西崎 泰正/作画

ひねくれ司書の未解決事件録 木梨 るなむ

ヒメタク 細野 不二彦

百姓貴族 荒川 弘

Billy bat 浦沢 直樹

プルートウ
浦沢 直樹/著  手塚 治虫/著
手塚 真/監修

プロチチ 逢坂 みえこ

幇間探偵しゃろく 青木 朋/画 　 上　季一郎/作

鬼灯の冷徹 江口 夏実

僕だけがいない街 三部 けい

星の案内人 上村 五十鈴

町田くんの世界 安藤 ゆき

魔法使いの心友 柚木 麻子/著    香魚子/イラスト
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★続き物

タイトル 著者

真夜中のこじか 北原 雅紀/原作    あおき てつお/漫画

蟲師 漆原 有紀
ＭＯＮＳＴＥＲ 浦沢 直樹

ヤンキー塾へ行く 荒木　光

夜明けの図書館 埜納 タオ

予告犯 筒井 哲也

ラジオヘッズ 向浦 宏和

冷蔵庫探偵 遠藤 彩見/原作 　 佐藤 いづみ/漫画

レイチェル・ダイアル 皿池 篤志

レディ&オールドマン オノ ナツメ

路地恋花 麻生 みこと

ロケットスターター　※1巻のみ所蔵 深山 和香

ロンジコーン 吉村 拓也

Ｏｎｅ　ｐｉｅｃｅ 尾田 栄一郎

★その他
タイトル 著者

エリザベート　 水野 英子
カツラアキラ
桂正和×鳥山明共作短編集

鳥山 明／作 　 桂 正和／画

外天楼 石黒 正数
神様がうそをつく。 尾崎 かおり
ココロ自動車 田中 むねよし
珈琲時間 豊田 徹也
コミックふるさと福岡 山口 かつみ他

七夕委員: 星に願いを篇 今日 マチ子

虹の娘 いがわうみこ

猫☆カトちゃんケンちゃん 田辺　真由美

疾れ!六等星 山口 かつみ

MASTERキートンReマスター 浦沢 直樹


